
NO. 登録日 店舗名 住所 市町村

1 令和4年1月28日 くら寿司八戸城下店 八戸市城下4丁目18番21号 八戸市

2 令和4年1月28日 くら寿司弘前店 弘前市末広2丁目2-11 弘前市

3 令和4年1月28日 くら寿司青森緑店 青森市緑3丁目10-6 青森市

4 令和4年1月28日 くら寿司五所川原店 五所川原市唐笠柳字藤巻690-1 五所川原市

5 令和4年1月28日 くら寿司八戸湊高台店 八戸市湊高台1-11-33 八戸市

6 令和4年2月2日 さかなや道場　弘前駅前店 弘前市駅前一丁目1-10宝塚ビル1階 弘前市

7 令和4年2月2日 三代目網元　魚鮮水産　八戸三日町店 八戸市三日町5-2ゑぶり横丁2階 八戸市

8 令和4年2月2日 三代目網元魚鮮水産　青森駅前店 青森市新町一丁目8-10　トーエープラザB1階 青森市

9 令和4年2月2日 津軽の酒処　わたみ 弘前市駅前町6-3　1・2階 弘前市

10 令和4年2月2日 JOYSOUND青森新町店 青森市新町2丁目8-7 青森市

11 令和4年2月2日 かっぱ寿司八戸類家店 八戸市類家４丁目5-11 八戸市

12 令和4年2月2日 かっぱ寿司三沢店 三沢市松園町３丁目3-1 三沢市

13 令和4年2月2日 かっぱ寿司八戸沼館店 八戸市沼館４丁目4-1 八戸市

14 令和4年2月2日 くいもの屋わん　弘前駅前店 弘前市駅前町17-7 弘前市

15 令和4年2月2日 くいもの屋わん八戸店 八戸市朔日町59東北興業ビル１F 八戸市

16 令和4年2月3日 寧々家　青森西店 青森市石江字三好145-6　 青森市

17 令和4年2月3日 カラオケ時遊館弘前駅前店 弘前市大町1-3-6 弘前市

18 令和4年2月3日 カラオケプラザ時遊館青森観光通店 青森市浜田字玉川343 青森市

19 令和4年2月3日 寧々家　弘前駅前店 弘前市大町1-3-5 弘前市

20 令和4年2月3日 いろはにほへと八戸八日町店 八戸市八日町41番地 八戸市

21 令和4年2月3日 ステーキ宮青森店 青森市大字浦町字奥野612 青森市

22 令和4年2月3日 ステーキ宮　八戸店 八戸市城下4丁目15-18 八戸市

23 令和4年2月3日 牛角　青森店 青森市本町二丁目4-10　田沼ビル1階101号 青森市

24 令和4年2月3日 牛角　むつ店 むつ市下北町1-1 むつ市

25 令和4年2月3日 しゃぶしゃぶ温野菜　青森中央インター店 青森市第二問屋町２－３－５ 青森市

26 令和4年2月3日 しゃぶしゃぶ温野菜八戸店 八戸市沼館4丁目1-23 八戸市

27 令和4年2月3日 ステーキ宮　弘前店 弘前市外崎4丁目7-1 弘前市

28 令和4年2月3日 ステーキ宮　イオンモール下田 上北郡おいらせ町中野平40-1　イオン下田SC1F 上北郡おいらせ町

29 令和4年2月3日 牛角青森中央インター店 青森市浜田１丁目１－９ 青森市

30 令和4年2月3日 居酒屋　くるまざ むつ市田名部町2-17 むつ市

31 令和4年2月3日 牛角弘前店 弘前市南大町1丁目1-1 弘前市

32 令和4年2月3日 とりでん弘前土手町店 弘前市土手町135 弘前市

33 令和4年2月3日 レストランセーブル 弘前市松森町73 弘前市

34 令和4年2月3日 しゃぶしゃぶ温野菜弘前店 弘前市早稲田三丁目10-2 弘前市

35 令和4年2月22日 天丼てんや弘前店 弘前市南大町1丁目1-1　天丼てんや弘前店 弘前市

36 令和4年2月3日 串カツ田中弘前土手町店 弘前市土手町135 弘前市

37 令和4年2月4日 日本料理　百代 青森市本町２丁目3-11 青森市

38 令和4年2月4日 ホテルルートイン弘前駅前 弘前市駅前町5-1 弘前市

39 令和4年2月4日 ホテルルートイン三沢 三沢市幸町1-9-2 三沢市

40 令和4年2月4日 CAFE＆RESTAURANT　BRICK 弘前市吉野町2-11弘前れんが倉庫美術館カフェショップ棟 弘前市

41 令和4年2月4日 とんもつ串焼き煮込み　しょう 弘前市北川端町11 弘前市

42 令和4年2月4日 青森原燃テクノロジーセンター 上北郡東北町乙供58 上北郡東北町

43 令和4年2月4日 津軽海峡鮮魚店 青森市本町2丁目11-12 青森市

44 令和4年2月4日 津軽じょっぱり漁屋酒場　青森本町店 青森市本町2丁目5-14 青森市

45 令和4年2月4日 薄利多売半兵ヱ青森本町店 青森市本町5丁目4-24 青森市

46 令和4年2月4日 助六　青森駅前店 青森市新町1丁目6-25 青森市

47 令和4年2月9日 南部町農林漁業体験実習館チェリウス 三戸郡南部町上名久井字大渋民山23-141 三戸郡南部町

48 令和4年2月9日 ホテルルートイン本八戸駅前　花茶屋 八戸市内丸一丁目51-16 八戸市

49 令和4年2月9日 たか久西バイパス店 青森市新田字忍29-1 青森市

50 令和4年2月9日 ねぶたの國たか久 青森市本町五丁目6-11 青森市
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51 令和4年2月9日 レストランかだぁる 三戸郡南部町苫米地字上根岸73-1 三戸郡南部町

52 令和4年2月9日 道とん堀八戸沼館店 八戸市沼館4-7-101 八戸市

53 令和4年2月9日 ホテルルートイン青森駅前 青森市新町一丁目1-24　ホテルルートイン青森駅前1F 青森市

54 令和4年2月9日 ホテルルートイン弘前城東 弘前市城東中央五丁目5-6 弘前市

55 令和4年2月17日 美奈都 五所川原市金木町沢部369-2 五所川原市

56 令和4年2月17日 Ｒｕｓｈ むつ市大湊新町5-2 むつ市

57 令和4年2月17日 かっぱ寿司黒石店 黒石市花園町１丁目2 黒石市

58 令和4年2月17日 かっぱ寿司弘前安原店 弘前市安原１丁目1-1 弘前市

59 令和4年2月22日 ホテルルートイン青森中央インター 青森市第二問屋町二丁目2-12 青森市

60 令和4年2月22日 焼肉ささき 南津軽郡大鰐町蔵館字村岡18-1 南津軽郡大鰐町

61 令和4年2月22日 ホテルルートイン十和田 十和田市稲生町13-2 十和田市

62 令和4年3月3日 旬彩酒房さくら 五所川原市本町36-7 五所川原市

63 令和4年3月3日 Dining＆Cafe　ikoi 八戸市旭ケ丘三丁目1-15 八戸市

64 令和4年3月3日 魚民　弘前駅前店 弘前市大字駅前町7-5おおまち共同パーク1階 弘前市

65 令和4年3月3日 魚民/カラオケ歌之助　八戸十三日町店 八戸市十三日町25オオハシヒルズ1階 八戸市

66 令和4年3月3日 魚民　十和田稲生店 十和田市稲生町17-15　稲生町C店舗1階 十和田市

67 令和4年3月3日 魚民　三沢アメリカ村店 三沢市中央町2丁目8-34Sky Plaza MISAWA1階 三沢市

68 令和4年3月3日 魚民　青森駅前店 青森市新町1丁目1-18青森マルサビル1階 青森市

69 令和4年3月3日 笑笑　弘前駅前店 弘前市大字駅前町7-5おおまち共同パーク1階 弘前市

70 令和4年3月3日 笑笑　青森駅前店 青森市新町1丁目1-16モンテローザ青森ビル2階 青森市

71 令和4年3月3日 笑笑　三沢アメリカ村店 三沢市中央町2丁目8-34Sky Plaza MISAWA1階 三沢市

72 令和4年3月3日 千年の宴　八戸東口駅前店 八戸市一番町一丁目2-1-1階・2階 八戸市

73 令和4年3月3日 千年の宴　青森駅前店 青森市新町1丁目1-16モンテローザ青森ビル1階 青森市

74 令和4年3月3日 福福屋　青森新町店 青森市新町1丁目8-10青森東映プラザ２階 青森市

75 令和4年3月3日 福福屋　弘前駅前店 弘前市大字駅前町１丁目1-1東横イン弘前駅前ビル１階 弘前市

76 令和4年3月3日 福福屋　八戸三日町店 八戸市大字三日町5-2ゑぶり横丁１階 八戸市

77 令和4年3月3日 山内農場　青森駅前店 青森市新町１丁目1-18青森マルサビル1階 青森市

78 令和4年3月3日 かっぱ寿司野辺地店 上北郡野辺地町二本木３１－１ 上北郡野辺地町

79 令和4年3月3日 ドリアン 五所川原市金木町朝日山328-5 五所川原市

80 令和4年3月9日 かっぱ寿司五所川原店 五所川原市唐笠柳字藤巻629-1 五所川原市

81 令和4年3月9日 かっぱ寿司弘前八幡店 弘前市八幡町３丁目2-4 弘前市

82 令和4年3月30日 かっぱ寿司むつ店 むつ市金谷２丁目1-32 むつ市

83 令和4年3月30日 かっぱ寿司青森東バイパス店 青森市造道３丁目1-28 青森市

84 令和4年3月30日 かっぱ寿司十和田店 十和田市稲生町5-43 十和田市

85 令和4年3月30日 かっぱ寿司青森西バイパス店 青森市石江字三好150-5 青森市

86 令和4年4月7日 オーブン亭弘前駅前店 弘前市駅前3-2-1 弘前市


